
1© 2021 The MathWorks, Inc.

MATLABって何？ - ゼロから始めるMATLAB

MathWorks Japan

Customer Success Engineer

村松未輝雄



2

MATLABって何？
MATLABを

授業・研究で使う
と言われたが…

MATLABって
卒業後も使うの？

何のソフトウェア？

何ができる？

何の役に立つ？

プログラミング？

データ解析？

シミュレーション？

どの分野？

どの業界？

どの企業？

本セミナーでは、このような疑問にお答えしていきます。
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「自分だったらMATLABをこういうことに使ってみよう！」
という気付きの機会になれば幸いです。
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Agenda

▪ MATLABって何？

▪ MATLABを使ってできること

▪ MATLABが使われている分野・環境 - 卒業後も使えるMATLABスキル -

▪ MATLABを使い始める時にすること
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MATLAB

▪ MATLAB
アルゴリズム開発、データ解析、可視化、
数値計算のための統合開発環境

MATLAB Product Family
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Simulink

▪ MATLAB
アルゴリズム開発、データ解析、可視化、
数値計算のための統合開発環境

▪ Simulink
システムの設計やシミュレーション、
テストのためのグラフィカル環境

MATLAB Product Family
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Computer Vision Toolbox

▪ MATLAB
アルゴリズム開発、データ解析、可視化、
数値計算のための統合開発環境

▪ Simulink
システムの設計やシミュレーション、
テストのためのグラフィカル環境

▪ 特定用途向けに100以上のアドオン製品を提供

MATLAB Product Family
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多岐にわたる分野に対応するToolbox

https://jp.mathworks.com/products.html

https://jp.mathworks.com/products.html
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MATLABは大学で大学教授によって開発された

Dr. Cleve Moler
MATLAB 開発者

MATLAB の始まり
「学生が FORTRAN プログラムを書かずに
線形代数ライブラリを使えるようにしたかった」

↓

数学を勉強するために、本質から外れている
プログラミングをやらせたくなかった
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先進運転支援システム（ADAS）

障害物を三次元的に認識することで、
自動ブレーキ、クルーズコントロール等
を制御する

活用事例 / Subaru
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再利用可能なロケット

宇宙旅行のための再利用可能なロケット

地球に“ソフト”ランディングで帰還した
世界発のロケット

利用実績 / Blue Origin
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活用事例 / ジョージア工科大学

ロボット義手

ドラムスティックを人工筋肉とAIで制御

患者は人間のドラマーよりも早く、
複雑なリズムを演奏可能に
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活用事例 / 新型コロナウイルス関連

https://jp.mathworks.com/solutions/covid-19-research-and-development.html

https://jp.mathworks.com/solutions/covid-19-research-and-development.html
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10行で実現！深層学習による画像認識

camera = webcam; % Connect to the camera

net = alexnet;   % Load the neural network

while true

im = snapshot(camera);       % Take a picture

image(im);                   % Show the picture

im = imresize(im,[227 227]); % Resize the picture for alexnet

label = classify(net,im);    % Classify the picture

title(char(label));          % Show the class label

drawnow

end

https://jp.mathworks.com/help/deepl

earning/gs/try-deep-learning-in-10-

lines-of-matlab-code.html

https://jp.mathworks.com/help/deeplearning/gs/try-deep-learning-in-10-lines-of-matlab-code.html
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アルゴリズム開発：ディープラーニングと後処理
例：歩きスマホの検知

ディープラーニングによる

人物検知

ディープラーニングによる

歩きスマホ分類
警告の表示



教員向けリソースを探す

ディープラーニングソリューションをもっと見る

「AI」を全学部必修科目へ
ディープラーニングを MATLAB で学習

金沢工業大学

金沢工業大学は MATLAB® による画像認識演習を含む「AI基礎」講座を開講します。
この授業は全学部学科 1 年生1500名以上を対象に世界的に不足する AI 人材の育成を
目指すものです。

MathWorks は、演習で使用する畳み込みニューラルネットワーク (CNN) による画像
分類課題の作成に協力しました。授業中に学生が書いた文字をその場で学習データ
として用い、学習データの拡張による精度向上の体験や、App Designer で作成した
CNN 学習過程を可視化する GUIの利用により、AI を身近に感じながらより実践的
な知識を習得できます。

金沢工業大学は今回の授業開発に先立ち、2015 年より Campus-Wide License を導
入しています。これにより、全学生と教職員が MATLAB や Simulink® をいつでも、
どこでも、自由に利用できるようになっています。

MATLAB 利用のメリット:
• 毎年1500人規模の授業を可能にするバージョン管理された環境を構築
• 学習データ取り込みの自動化など授業のフロー全体を効率化
• AI に対する学生の直感的な理解を助ける GUI を構築可能
• Campus-Wide License とコード配布により自発的な応用学習が可能

MATLABの直感的なGUIと豊富なライブ
ラリが魅力で「AI基礎」講座に採用し
ました。 GUIを併用することで一年生
でもAIの本質を理解でき、コードのカ
スタマイズも容易なため、学生の深い
学びを実現することができます。

“

“

Campus-Wide License とは

画像分類課題のサンプルコードをダウンロードする

https://jp.mathworks.com/solutions/deep-learning.html
https://jp.mathworks.com/academia/educators.html
https://jp.mathworks.com/academia/matlab-campus.html
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/87814-teaching-ai-in-the-classroom
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MATLABの便利なツール：ドキュメンテーション

たくさんの実用的なサンプル
プログラムが付属

アルゴリズム・論文などの
詳細な文献リファレンス

逆引き形式で
効率的に関数を検索

https://www.mathworks.com/help/matlab/

https://www.mathworks.com/help/matlab/
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航空機メーカー上位
10社の全てが採用

自動車メーカー上位
10社の全てが採用

IT企業上位5社のうち3
社が採用

1OICA:2016 World Motor Vehicle Production 2PwC:Aerospace and Defense 2017 Year in Review

90,000 以上の民間企業、
政府機関、大学で採用

世界中で使われている MATLAB・Simulink

全世界で数百万人のエンジニアや科学者が MATLAB、Simulink を利用しています
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航空宇宙および防衛 自動車 生物科学 生命工学および製薬 通信

エレクトロニクス エネルギー生産 金融サービス 産業機械 医療機器

金属、材料、鉱業 神経科学 鉄道システム 半導体
ソフトウェアおよびインター

ネット

MATLAB および Simulink を使用している業界
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MATLAB および Simulink を使用している企業
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卒業後も使えるMATLABスキル：私の場合

• 授業
• 課題
• 実験

• 研究
• 測定・解析
• 被験者実験
• 信号処理

• レポート
• 数値演算
• グラフの可視化

• 研究成果
• 学位論文
• 学会での発表
• 論文投稿

• 要素技術開発
• 新技術の

• プロトタイピング
• 特許化

• 商品開発
• 製品性能測定・評価
• 信号処理、シミュレーション
• 実機実装、チューニング

• 工場での生産
• 不良率解析
• 出荷前性能検査

Academia Industry
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▪ Minidrone を使ってフライトコントローラーの
アルゴリズムの設計・構築を体験
– シミュレーションラウンド

– ハードウェア実装ラウンド

Model-Based Designで学ぶ
MathWorks Minidrone Competition

https://jp.mathworks.com/academia/student-competitions/minidrones.html

https://jp.mathworks.com/academia/student-competitions/minidrones.html
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Minidrone Competition Winner

https://youtu.be/GK_84UTxbbs

https://youtu.be/GK_84UTxbbs
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Minidrone Competition Winner

https://youtu.be/GK_84UTxbbs

https://youtu.be/GK_84UTxbbs


28

Agenda

▪ MATLABって何？

▪ MATLABを使ってできること

▪ MATLABが使われている分野・環境 - 卒業後も使えるMATLABスキル -

▪ MATLABを使い始める時にすること



29

MATLABを使い始めるには：
MathWorksアカウントの作成

https://jp.mathworks.com/login

https://jp.mathworks.com/login
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MATLABを使い始めるには：
ダウンロード・インストール

https://youtu.be/1m8iDEdUW-U

https://youtu.be/1m8iDEdUW-U
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MATLABの使い方を知るには：
オンライン自己学習教材

▪ 2時間程度で基本的な
使い方を学べる教材

▪ 全10コースを無料で
いつでも受講可能

▪ 中断して途中から
再開することも可能

▪ 修了証/進捗度を
レポートで出力可能

matlabacademy.mathworks.com/jp

https://matlabacademy.mathworks.com/jp
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MATLABを使い始めるには：
オンライン利用環境

MATLAB Online, Simulink Online
ブラウザベースの計算環境

MATLAB Mobile
スマートフォン、タブレット連携

https://jp.mathworks.com/products/matlab-online.html https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html

https://itunes.apple.com/us/app/matlab-mobile/id370976661?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathworks.matlabmobile
https://jp.mathworks.com/products/matlab-online.html
https://jp.mathworks.com/products/matlab-mobile.html
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もっと使いこなすには：
MATLABの使い方に関するWebセミナー

日付 時間 タイトル

4/21(水) 12：00 - 13:00 MATLABって何？ -ゼロから始めるMATLAB

5/11(火) 14：00 - 15:00 “MATLAB x Python” – 良いとこ取りの二刀流がもたらす
最新かつ高効率なデータ解析・機械学習ワークフロー

5/14(金) 17：00 - 18:00 知って得する！データサイエンスを快適にするMATLAB基本テクニック

5/19(水) 17：00 - 18:00 Simulink入門 - プログラミング不要な数値シミュレーション

5/28(金) 12：00 - 13:00 【学生向け】MATLAB App Designerを使ったロールセンター計算アプリの作成

6/4(金) 17：00 - 18:00 アプリで楽するMATLAB信号処理‐AIへの応用を想定した活用例

6/6(日) 10：00 - 12:00 無料体験！MATLABおよびSimulinkによるAI・自律ロボティクス開発入門

https://jp.mathworks.com/company/events/webinars/jp-edu-webinar-series-2021.html

MathWorks 教職員・学生向けMATLAB＆Simulinkイベント 2021

https://jp.mathworks.com/company/events/webinars/jp-edu-webinar-series-2021.html
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もっと使いこなすには：
技術デモ、ビデオアーカイブ

https://jp.mathworks.com/videos.html

https://jp.mathworks.com/company/events.html

https://jp.mathworks.com/videos.html
https://jp.mathworks.com/company/events.html
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もっと使いこなすには：
MATLAB Japan YouTubeチャンネル youtube.com/channel/UC5AM_mmJScY8fvA6Elewx3w

https://www.youtube.com/c/MATLABJapan
https://www.youtube.com/channel/UC5AM_mmJScY8fvA6Elewx3w
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Key takeaways

▪ MATLABは、教育・研究・産業の多くの分野で活用され、
MATLABスキルは、卒業後も活かすことができる

▪ 初めての方は、アカウント作成 → ダウンロード・インストール →

オンライン自己学習教材をやってみましょう！

▪ もっと具体的なMATLABの使い方を知りたいときは、
ビデオ・Webセミナーを活用してみましょう！
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Have a nice MATLAB life!
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Accelerating the pace of engineering and science


